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Ⅰ．組織改正（2021年4月1日付）

１．組織改正の内容
（１）事業部門

① 現状の「10部門、25本部、45事業部」を、「5ドメイン、8ディビジョン、19セクター」に再編、集約
②

各ドメインの企画・管理機能は、「企画本部」に集約
③ MMAドメインについては、三菱ケミカルメタクリレーツ社にてグローバルに事業を一体運営する

（２）共通部門
① 現状の「8所管、22部／1室」を、「5所管、13本部／4室」に再編、集約
② 内部統制推進機能を、三菱ケミカルホールディングス社に移管

２．組織改正の趣旨
（A）3社（三菱化学、三菱樹脂、三菱レイヨン）統合後の組織の最適化とシナジーの追求

・ 統合後3年が経過し、新たな体制でのさらなる成長を目指す
・ 製品軸での集約により技術伝承・進化を確固たるものにする
・ 機能商品群での収益力強化、成長への意志を鮮明にする
・ 市場の社会課題等ニーズ変化への迅速なキャッチアップを企図する
・ 組織を簡素化し、環境変化のスピードに合わせた意思決定・情報伝達のスピードアップする

（B）大きな部門の括りとすることで、大幅に権限を移譲し、経営判断を迅速化

（C）三菱ケミカルホールディングス社と重複する機能を整理し、効率化を実施

組織名称を、それぞれ（上から）「ドメイン」「ディビジョン」「セクター」に変更（セクターの下にユニットを置き、機動力を担保）、
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経営戦略
ケミカルズセクター

経営企画本部 ＊
炭素ディビジョン ＊ 炭素セクター

株
主
総
会

取
締
役
会

社
長

ベーシックマテリアルズドメイン カーボンケミカルズディビジョン ＊ オレフィン・アロマセクター サーキュラーエコノミー推進本部 ＊

Ⅱ．組織図（2021年4月1日付）
※青字が変更点（一部、既に発表した内容を含みます。） ＊印は「経営執行職」を置く

知的財産本部 ＊

サスティナブルポリマーズセクター
Science & Innovation Center ＊

業務変革推進室

監
査
役

ベーシックマテリアルズ企画本部 ＊

イノベーション
ポリマーズ＆コンパウンズドメイン ポリマーズディビジョン ＊ パフォーマンスポリマーズセクター

イノベーション推進本部 ＊

アセチルポリマーズセクター

コーティング・アディティブスディビジョン ＊ コーティング材セクター
鶴見研究所

添加剤・ファインセクター
愛知研究所

ポリマーズ＆コンパウンズ企画本部 ＊
三重研究所

フィルムズ＆モールディングマテリアルズドメイン フィルムズディビジョン ＊ パッケージングセクター
滋賀研究所

工業フィルムセクター
大阪研究所

ポリエステルフィルムセクター
広島研究所

モールディングマテリアルズディビジョン ＊ 炭素繊維セクター
福岡研究所

アドバンストマテリアルズセクター
分析物性研究所

ライフソリューションセクター 総務人事本部 ＊

インフォメーション・エレクトロニクスディビジョン ＊ 半導体セクター デジタル＆インフォメーションテクノロジー

アルミナ・繊維セクター
リソース

フィルムズ＆モールディングマテリアルズ企画本部 ＊ 経理本部 ＊

アドバンストソリューションズ ドメイン アメニティライフディビジョン ＊ アクア・インフラセクター 広報本部 ＊

MMAドメイン
技術統括本部 ＊

小名浜工場

情報システム本部 ＊
エレクトロニクスセクター

DX推進室
電池材料セクター

筑波工場

鶴見工場

平塚工場

大垣工場

熊本工場

茨城事業所 ＊

基幹システム統合推進室
アドバンストソリューションズ企画本部 ＊

サプライチェーン

滋賀事業所 ＊

岡山事業所 ＊

広島事業所 ＊

富山事業所 ＊

愛知事業所 ＊

三重事業所 ＊

北海道エリア リビングセグメント

中部支社 ＊ モビリティ・エレクトロニクスセグメント

フード、メディカルセグメント

フード、メディカルセグメント

エレクトロニクスセグメント

リビングセグメント

コンシューマープロダクツセグメント

プロダクトスチュワードシップ・品質保証本部

購買・物流本部

営業改革推進室

東日本支社 ＊ モビリティセグメント

香川事業所 ＊

福岡事業所 ＊

環境安全本部 ＊

エレクトロニクスセグメント

リビングセグメント

コンシューマープロダクツセグメント

九州エリア フード、メディカルセグメント

リビング・コンシューマープロダクツセグメント

西日本支社 ＊ モビリティセグメント

フード、メディカルセグメント

・三菱化学（中国）管理有限公司 ＊
・Mitsubishi Chemical (Thailand) Co., Ltd. ＊

リビングセグメント

監査本部

リージョナルヘッドクオーター組織

・Mitsubishi Chemical America, Inc ＊
・Mitsubishi Chemical Europe GmbH ＊
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Ⅲ. 人事異動（2021年4月1日付）

※一部、既に発表した内容を含みます。

１．取締役
新職 旧職 継続職 氏名

▽ サプライチェーン所管 （技術部、各事業所、生産技術部、環境安全部、品質保証部、設備技術部 所管） 代表取締役　常務執行役員
福田　信夫
（フクダ　ノブオ）

▽ アドバンストソリューションズドメイン長 （情電・ディスプレイ部門長） 取締役　常務執行役員
瀧本　丈平
（タキモト　ジョウヘイ）

▽ MMAドメイン長
　　三菱ケミカルメタクリレーツ社　取締役社長
　　三菱ケミカルメタクリレーツ株式会社　取締役社長

（MMA部門長
　同部門　MMA・Asia本部長
　同部門　グローバルSCM本部長）

取締役　常務執行役員
佐々木　等
（ササキ　ヒトシ）

▽ リソース所管 （総務部、広報部、人事部 所管） 取締役　常務執行役員
中田　るみ子
（ナカタ　ルミコ）
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２．執行役員等
（１）執行役員等の異動

新職 旧職 継続職 氏名

▽ ベーシックマテリアルズドメイン長
（カーボンケミカル部門長
　同部門　基盤原料本部長）

常務執行役員
半田　繁
（ハンダ　シゲル）

▽ ポリマーズ＆コンパウンズドメイン長
（高機能化学部門長
　環境・生活ソリューション部門長）

常務執行役員
江口　幸治
（エグチ　コウジ）

▽ フィルムズ＆モールディングマテリアルズドメイン長 （高機能ポリマー部門長） 常務執行役員
関　基弘
（セキ　モトヒロ）

▽ 経営戦略所管 （経営企画部、マーケティング部、各支社、営業改革推進室、各リージョナルヘッドクオーター 所管） 常務執行役員
白上　博能
（シラカミ　ヒロヨシ）

▽ イノベーション所管 （研究推進部、新事業創出部、Science & Innovation Center、各研究所、知的財産部 所管） 常務執行役員
垣本　昌久
（カキモト　アキヒサ）

▽ デジタル＆インフォメーションテクノロジー所管
　　DX推進室長
　　基幹システム統合推進室長
　　三菱ケミカルシステム株式会社　取締役社長

（情報システム部 所管） 常務執行役員
加藤　淳
（カトウ　ジュン）

▽ チーフコンプライアンスオフィサー
　　株式会社三菱ケミカルホールディングス　ビジネス法務室長

（コンプライアンス推進統括執行役員
　内部統制推進部 所管
　　内部統制推進部長
　株式会社三菱ケミカルホールディングス　ヘルスケア法務室長）

株式会社三菱ケミカルホールディングス
執行役員

矢野　功
（ヤノ　イサオ）

（２）執行役員の退任
新職 旧職 継続職 氏名

▽ （常務執行役員退任）
　　社長付

（常務執行役員
　　炭素部門長）

飯田　仁
（イイダ　ジン）

▽ （常務執行役員退任）
　　社長付

（常務執行役員
　　新エネルギー部門長）

北田　裕二
（キタダ　ユウジ）

▽ （常務執行役員退任）
　　フィルムズ＆モールディングマテリアルズドメイン　フィルムズディビジョン長

（常務執行役員
　　高機能フィルム部門長
　　同部門　包装フィルム本部長
　　同部門　工業フィルム本部長）

江川　洋介
（エガワ　ヨウスケ）

▽  （常務執行役員退任）
　　MCCスポーツ株式会社　取締役社長

（常務執行役員
　　高機能成形材料部門長
　　同部門　繊維本部長
　　同部門　機能成形材本部長）

岡田　幹士
（オカダ　カンジ）

▽  （常務執行役員退任）
　　三菱ケミカルインフラテック株式会社　取締役副社長

（常務執行役員
　　プロダクト・スチュワードシップ推進部、購買部、物流部 所管）

西谷　悌二郎
（ニシタニ　テイジロウ）
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３．経営執行職 関連人事　（経営執行職を置く部署については組織図に記載）
新職 旧職 継続職 氏名

▽ ベーシックマテリアルズドメイン　カーボンケミカルズディビジョン長 （福岡事業所長）
辻川　昌徳
（ツジカワ　マサノリ）

▽ ベーシックマテリアルズドメイン　炭素ディビジョン長
　　同ドメイン　同ディビジョン　炭素セクター長

（炭素部門　炭素本部長）
加藤　剛
（カトウ　タダシ）

▽ ベーシックマテリアルズドメイン　ベーシックマテリアルズ企画本部長 （新エネルギー部門　リチウムイオン電池材料本部　電解液事業部長）
橋本　尚久
（ハシモト　ナオヒサ）

▽ ポリマーズ＆コンパウンズドメイン　ポリマーズディビジョン長
（高機能ポリマー部門　エンジニアリングポリマーズ本部長
　同部門　同本部　PBT室長）

倉沢　義博
（クラサワ　ヨシヒロ）

▽ ポリマーズ＆コンパウンズドメイン　コーティング・アディティブスディビジョン長
（三菱エンジニアリングプラスチックス株式会社　執行役員
　同社　第2事業本部長）

西村　友宏
（ニシムラ　トモヒロ）

▽ ポリマーズ＆コンパウンズドメイン　ポリマーズ＆コンパウンズ企画本部長 （高機能化学部門　機能化学事業本部長）
柏　啓太
（カシワ　ケイタ）

▽ フィルムズ＆モールディングマテリアルズドメイン　モールディングマテリアルズディビジョン長 （愛知事業所長）
八木　貞輝
（ヤギ　サダキ）

▽ フィルムズ＆モールディングマテリアルズドメイン　フィルムズ＆モールディングマテリアルズ企画本部長 （高機能成形材料部門　高機能成形材料企画部長）
木田　稔
（キダ　ミノル）

▽ アドバンストソリューションズドメイン　アメニティライフディビジョン長 （環境・生活ソリューション部門　環境・生活ソリューション企画部長）
増田　悟
（マスダ　サトル）

▽ アドバンストソリューションズドメイン　インフォメーション・エレクトロニクスディビジョン長 （情電・ディスプレイ部門　半導体本部長）
下平　靖雄
（シモダイラ　ヤスオ）

▽ アドバンストソリューションズドメイン　アドバンストソリューションズ企画本部長
（情電・ディスプレイ部門　フィルム本部長
　同部門　ディスプレイ本部長）

楠本　匡
（クスモト　タダシ）

▽ サーキュラーエコノミー推進本部長 （サーキュラーエコノミー推進部長）
馬渡　謙一郎
（マワタリ　ケンイチロウ）

▽ 経営企画本部長 （経営企画部長)
葛城　俊哉
（カツラギ　トシヤ）

▽ イノベーション推進本部長 （新事業創出部長）
矢部　尚登
（ヤベ　ナオト）

▽ 知的財産本部長 （知的財産部長）
阿部　仁
（アベ　ヒトシ）

▽ 経理本部長
（経営管理部、経理部 所管
　　経理部長）

小久保　弘之
（コクボ　ヒロユキ）

▽ 広報本部長 （環境・生活ソリューション部門　アクア・分離ソリューション本部長）
池田　宏樹
（イケダ　ヒロキ）

▽ 総務人事本部長 （人事部長）
金丸　光一郎
（カネマル　コウイチロウ）

▽ 情報システム本部長 （情報システム部　グループマネジャー）
佐野　吉邦
（サノ　ヨシクニ）
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３．経営執行職 関連人事（続き）
新職 旧職 継続職 氏名

▽ 技術統括本部長 （技術部長）
荒川　義貴
（アラカワ　ヨシタカ）

▽ 富山事業所長
（高機能化学部門　機能化学技術部長
　同部門　高機能化学企画部長）

久保田　喜文
（クボタ　ヨシフミ）

▽ 愛知事業所長 （広島事業所　企画管理部長）
笠坊　行生
（カサボウ　ユキオ）

▽ 香川事業所長 （技術部　企画室長）
赤羽　祥男
（アカハネ　ヨシオ）

▽ 福岡事業所長 （岡山事業所　企画管理部長）
溝田　浩敏
（ミゾタ　ヒロトシ）

▽ 環境安全本部長 （環境安全部長）
吉住　正浩
（ヨシズミ　マサヒロ）

▽ 東日本支社長
（西日本支社長
　営業改革推進室長）

野澤　佳隆
（ノザワ　ヨシタカ）

▽ 西日本支社長 （高機能ポリマー部門　パフォーマンスポリマーズ本部　機能性樹脂事業部長）
酒向　春生
（サコウ　ハルオ）

▽ 三菱ケミカル（中国）管理社　董事長総経理
（カーボンケミカル部門　化学品本部長
　同部門　ポリオレフィン本部長）

野間元　雅也
（ノマモト　マサヤ）
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４．部長級人事等
新職 旧職 継続職 氏名

▽ ベーシックマテリアルズドメイン　カーボンケミカルズディビジョン　オレフィン・アロマセクター長 （カーボンケミカル部門　基盤原料本部　オレフィン・アロマ事業部長）
松田　秀行
（マツダ　ヒデユキ）

▽ ベーシックマテリアルズドメイン　カーボンケミカルズディビジョン　ケミカルズセクター長 （カーボンケミカル部門　化学品本部　C4ケミカル事業部長）
飯島　要
（イイジマ　カナメ）

▽ ベーシックマテリアルズドメイン　カーボンケミカルズディビジョン　ケミカルズセクター　C2誘導品・PTAユニット
長

（カーボンケミカル部門　化学品本部　テレフタル酸事業部長）
梶原　広久
（カジワラ　ヒロヒサ）

▽ ベーシックマテリアルズドメイン　カーボンケミカルズディビジョン　ケミカルズセクター　C3誘導品ユニット長 （カーボンケミカル部門　化学品本部　C3ケミカル・VAM事業部長）
安藤　泰弘
（アンドウ　ヤスヒロ）

▽ ベーシックマテリアルズドメイン　カーボンケミカルズディビジョン　ケミカルズセクター　AN・触媒ユニット長 （MMA部門　MMA・Asia本部　AN事業部長）
堀江　智
（ホリエ　サトル）

▽ ベーシックマテリアルズドメイン　ベーシックマテリアルズ企画本部　管理部長 （炭素部門　炭素本部　カーボンゴム事業部長）
山澤　達彦
（ヤマザワ　タツヒコ）

▽ ベーシックマテリアルズドメイン　ベーシックマテリアルズ企画本部　リスクマネジメント部長 （炭素部門　炭素本部　コークス炭素材事業部長）
鈴木　健彦
（スズキ　タケヒコ）

▽ ポリマーズ＆コンパウンズドメイン　ポリマーズディビジョン　パフォーマンスポリマーズセクター長 （高機能ポリマー部門　パフォーマンスポリマーズ本部　グローバル事業室長）
松尾　弘樹
（マツオ　ヒロキ）

▽ ポリマーズ＆コンパウンズドメイン　ポリマーズディビジョン　パフォーマンスポリマーズセクター　機能性樹脂
ユニット

（中部支社　モビリティ・エレクトロニクスセグメント長）
内藤　洋二
（ナイトウ　ヨウジ）

▽ ポリマーズ＆コンパウンズドメイン　ポリマーズディビジョン　アセチルポリマーズセクター長 （高機能化学部門　機能化学事業本部　事業企画室長）
野殿　光史
（ノドノ　ミツフミ）

▽ ポリマーズ＆コンパウンズドメイン　ポリマーズディビジョン　アセチルポリマーズセクター　ゴーセノールユニッ
ト長

（高機能ポリマー部門　サステイナブルリソース本部　ゴーセノール事業部長）
鈴木　総
（スズキ　フサシ）

▽ ポリマーズ＆コンパウンズドメイン　ポリマーズディビジョン　サスティナブルポリマーズセクター長 （高機能ポリマー部門　パフォーマンスポリマーズ本部　ソノアール事業部長）
杉本　卓也
（スギモト　タクヤ）

▽ ポリマーズ＆コンパウンズドメイン　ポリマーズディビジョン　サスティナブルポリマーズセクター　ポリエステル
ユニット長

（高機能ポリマー部門　サステイナブルリソース本部　サステイナブルポリマーズ事業部長）
渡邊　一弘
（ワタナベ　カズヒロ）

▽ ポリマーズ＆コンパウンズドメイン　コーティング・アディティブスディビジョン　コーティング材セクター長 （高機能化学部門　機能化学事業本部　スペシャリティケミカルズ事業部長）
浅沼　努
（アサヌマ　ツトム）

▽ ポリマーズ＆コンパウンズドメイン　コーティング・アディティブスディビジョン　コーティング材セクター　コーティ
ングユニット長

（高機能化学部門　機能化学事業本部　コーティング材事業部長）
笠井　俊宏
（カサイ　トシヒロ）

▽ ポリマーズ＆コンパウンズドメイン　コーティング・アディティブスディビジョン　添加剤・ファインセクター長 （高機能化学部門　機能化学事業本部　機能性添加剤事業部長）
山根　義久
（ヤマネ　ヨシヒサ）

▽ ポリマーズ＆コンパウンズドメイン　ポリマーズ＆コンパウンズ企画本部　戦略部長 （高機能ポリマー部門　エンジニアリングポリマーズ本部　フェノール・ポリカーボネート事業部長）
森　博信
（モリ　ヒロノブ）

▽ フィルムズ＆モールディングマテリアルズドメイン　フィルムズディビジョン　パッケージングセクター長 （東日本支社　フード、メディカルセグメント長）
安藤　明彦
（アンドウ　アキヒコ）

▽ フィルムズ＆モールディングマテリアルズドメイン　フィルムズディビジョン　工業フィルムセクター長 （情電・ディスプレイ部門　フィルム本部　ポリエステルフィルム事業部長）
青木　崇
（アオキ　タカシ）

▽ フィルムズ＆モールディングマテリアルズドメイン　フィルムズディビジョン　工業フィルムセクター　アセチル
フィルムユニット長

（情電・ディスプレイ部門　フィルム本部　アセチルフィルム事業部長）
今屋　隆信
（イマヤ　タカノブ）

▽ フィルムズ＆モールディングマテリアルズドメイン　フィルムズディビジョン　ポリエステルフィルムセクター長 （高機能フィルム部門　ホスタファン本部長） ビル・ラドライン
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４．部長級人事等（続き）
新職 旧職 継続職 氏名

▽ フィルムズ＆モールディングマテリアルズドメイン　フィルムズディビジョン　ポリエステルフィルムセクター　ア
ジアユニット長

（情電・ディスプレイ部門　フィルム本部　ポリエステル加工フィルム事業部長）
保田　一成
（ヤスダ　カズナリ）

▽ フィルムズ＆モールディングマテリアルズドメイン　モールディングマテリアルズディビジョン　炭素繊維セク
ター長

（高機能成形材料部門　機能成形材本部　アドバンスドマテリアルズ事業部　事業部長付）
安齊　政夫
（アンザイ　マサオ）

▽ フィルムズ＆モールディングマテリアルズドメイン　モールディングマテリアルズディビジョン　アドバンストマテ
リアルズセクター長

（高機能成形材料部門　機能成形材本部　コンポジット事業部長）
奥野　雅哉
（オクノ　マサヤ）

▽ フィルムズ＆モールディングマテリアルズドメイン　モールディングマテリアルズディビジョン　アドバンストマテ
リアルズセクター　コンポジットユニット

（東日本支社　モビリティセグメント長）
坂下　正人
（サカシタ　マサト）

▽ フィルムズ＆モールディングマテリアルズドメイン　モールディングマテリアルズディビジョン　アルミナ・繊維セ
クター長

（高機能成形材料部門　繊維本部　アルミナ繊維・軽金属事業部長）
佐久間　毅
（サクマ　タケシ）

▽ フィルムズ＆モールディングマテリアルズドメイン　モールディングマテリアルズディビジョン　アルミナ・繊維セ
クター　繊維ユニット長

（高機能成形材料部門　繊維本部　繊維事業部長）
大坪　正博
（オオツボ　マサヒロ）

▽ フィルムズ＆モールディングマテリアルズドメイン　フィルムズ＆モールディングマテリアルズ企画本部 （高機能成形材料部門　機能成形材本部　アドバンスドマテリアルズ事業部長）
伊吹　努
（イブキ　ツトム）

▽ フィルムズ＆モールディングマテリアルズドメイン　フィルムズ＆モールディングマテリアルズ企画本部　管理
部長

（高機能フィルム部門　高機能フィルム企画部長）
堀　和也
（ホリ　カズヤ）

▽ アドバンストソリューションズドメイン　アメニティライフディビジョン　アクア・インフラセクター長 （新エネルギー部門　エネルギー変換デバイス部材本部長）
井上　慶司
（イノウエ　ケイジ）

▽ アドバンストソリューションズドメイン　アメニティライフディビジョン　アクア・インフラセクター　機能性分離材ユ
ニット長

（環境・生活ソリューション部門　アクア・分離ソリューション本部　イオン交換樹脂事業部長）
大熊　喜之
（オオクマ　ヨシユキ）

▽ アドバンストソリューションズドメイン　アメニティライフディビジョン　ライフソリューションセクター長 （高機能化学部門　食品事業本部　食品事業部長）
富田　昌暁
（トミダ　マサアキ）

▽ アドバンストソリューションズドメイン　インフォメーション・エレクトロニクスディビジョン　半導体セクター長 （情電・ディスプレイ部門　半導体本部　半導体マテリアルズ事業部長）
若林　聡
（ワカバヤシ　サトシ）

▽ アドバンストソリューションズドメイン　インフォメーション・エレクトロニクスディビジョン　半導体セクター　半導
体ソリューションユニット長

（情電・ディスプレイ部門　半導体本部　半導体ソリューション事業部長） スコット・ジューラー

▽ アドバンストソリューションズドメイン　インフォメーション・エレクトロニクスディビジョン　エレクトロニクスセク
ター長

（情電・ディスプレイ部門　ディスプレイ本部　ディスプレイマテリアルズ事業部長）
迫　直樹
（サコ　ナオキ）

▽ アドバンストソリューションズドメイン　インフォメーション・エレクトロニクスディビジョン　エレクトロニクスセク
ター　ディスプレイフィルムユニット長

（情電・ディスプレイ部門　ディスプレイ本部　ディスプレイフィルム事業部長）
杉本　龍一郎
（スギモト　リュウイチロウ）

▽ アドバンストソリューションズドメイン　インフォメーション・エレクトロニクスディビジョン　エレクトロニクスセク
ター　イメージングマテリアルズユニット長

（情電・ディスプレイ部門　ディスプレイ本部　イメージングマテリアルズ事業部長）
室田　知昭
（ムロタ　トモアキ）

▽ アドバンストソリューションズドメイン　インフォメーション・エレクトロニクスディビジョン　エレクトロニクスセク
ター　フォスファーユニット長

（新エネルギー部門　エネルギー変換デバイス部材本部　LEDマテリアルズ事業部長）
中道　学
（ナカミチ　マナブ）

▽ アドバンストソリューションズドメイン　インフォメーション・エレクトロニクスディビジョン　電池材料セクター長 （新エネルギー部門　リチウムイオン電池材料本部長）
土山　正明
（ツチヤマ　マサアキ）

▽ アドバンストソリューションズドメイン　インフォメーション・エレクトロニクスディビジョン　電池材料セクター　負
極材ユニット長

（新エネルギー部門　リチウムイオン電池材料本部　負極材事業部長）
増田　剛
（マスダ　タケシ）

▽ アドバンストソリューションズドメイン　アドバンストソリューションズ企画本部　戦略部長 （高機能化学部門　食品事業本部長）
土井　康敬
（ドイ　ヤスタカ）

▽ 経営企画本部　グループ経営部長 （情電・ディスプレイ部門　情電・ディスプレイ企画部長）
広瀬　正典
（ヒロセ　マサノリ）
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４．部長級人事等（続き）
新職 旧職 継続職 氏名

▽ 業務変革推進室長 （人事部　グループマネジャー）
児山　潤
（コヤマ　ジュン）

▽ イノベーション推進本部　研究推進部長 （福岡研究所長）
藤本　寿一
（フジモト　ジュイチ）

▽ 三重研究所長 （高機能化学部門　機能化学技術部　生産管理室長）
樋渡　智章
（ヒワタシ　トモアキ）

▽ 三重研究所　研究所長付 （三重研究所長）
西山　貴人
（ニシヤマ　タカヒト）

▽ 福岡研究所長 （新事業創出部　グループマネジャー）
垣内　博行
（カキウチ　ヒロユキ）

▽ 経理本部　事業経理2部長 （カーボンケミカル部門　カーボンケミカル企画部長）
汲川　隆佳
（クミカワ　タカヨシ）

▽ サプライチェーン所管常務執行役員付 （高機能ポリマー部門　サステイナブルリソース本部長）
藤森　義啓
（フジモリ　ヨシヒロ）

▽ 技術統括本部　設備技術部長 （設備技術部長）
梅澤　幸樹
（ウメザワ　コウキ）

▽ 技術統括本部 生産技術部長 （技術部　鶴見工場長）
杉原　昌樹
（スギハラ　マサキ）

▽ 技術統括本部　ベーシックマテリアルズ技術部長 （炭素部門　炭素企画部長）
片小田　茂樹
（カタオダ　シゲキ）

▽ 技術統括本部　ユーティリティー部長 （カーボンケミカル部門　基盤原料本部　ユーティリティー事業部長）
中川　誠司
（ナカガワ　セイジ）

▽ 技術統括本部　小名浜工場長 （技術部　小名浜工場長）
大原　滋幸
（オオハラ　シゲユキ）

▽ 技術統括本部　筑波工場長 （技術部　筑波工場長）
岡田　稔
（オカダ　ミノル）

▽ 技術統括本部　鶴見工場長 （愛知事業所　環境安全部長）
番場　啓泰
（バンバ　ヒロヤス）

▽ 技術統括本部　平塚工場長 （技術部　平塚工場　企画管理部長）
伊藤　弘二
（イトウ　コウジ）

▽ 技術統括本部　大垣工場長 （技術部　大垣工場長）
松本　良弘
（マツモト　ヨシヒロ）

▽ 技術統括本部　熊本工場長 （技術部　熊本工場長）
波多野　巌
（ハタノ　イワオ）

▽ プロダクトスチュワードシップ・品質保証本部長 （品質保証部長）
清川　敦郎
（キヨカワ　アツオ）

▽ プロダクトスチュワードシップ・品質保証本部　副本部長 （プロダクト・スチュワードシップ推進部長）
原田　靖之
（ハラダ　ヤスユキ）

▽ 購買・物流本部長 （購買部長）
横田　晶彦
（ヨコタ　アキヒコ）

▽ 購買・物流本部　物流部長 （物流部長）
大島　弘
（オオシマ　ヒロシ）

10 / 14 ページ



４．部長級人事等（続き）
新職 旧職 継続職 氏名

▽ 営業改革推進室長 （高機能ポリマー部門　高機能ポリマー企画部　企画室長）
三浦　健治
（ミウラ　ケンジ）

▽ 東日本支社　モビリティセグメント長 （西日本支社　モビリティセグメント長）
伊藤　勝之
（イトウ　カツユキ）

▽ 東日本支社　フード、メディカルセグメント長 （高機能フィルム部門　包装フィルム本部　食品包装事業部長）
牧野　達也
（マキノ　タツヤ）

▽ 中部支社　モビリティ・エレクトロニクスセグメント長 （PTTMCCバイオケム社　副社長）
鈴木　和弘
（スズキ　カズヒロ）

▽ 西日本支社　モビリティセグメント長 （カーボンケミカル部門　化学品本部　C2ケミカル事業部長）
川﨑　武史
（カワサキ　タケシ）

▽ 監査本部長 （監査部長）
伊藤　毅
（イトウ　ツヨシ）

▽ 三菱ケミカルメタクリレーツ株式会社 （環境・生活ソリューション部門　インフラ・アグリマテリアルズ本部長）
鈴木　哲史
（スズキ　テツジ）

▽ 三菱ケミカルメタクリレーツ株式会社 （MMA部門　MMA企画部長）
加峯　靖弘
（カブ　ヤスヒロ）

▽ 三菱ケミカルメタクリレーツ株式会社
（MMA部門　MMA・Asia本部　メタクリレート第2事業部長
　同部門　同本部　メタクリレート第1事業部長）

三上　裕司
（ミカミ　ユウジ）

▽ 三菱ケミカルメタクリレーツ株式会社 （MMA部門　MMA・Asia本部　PMMA事業部長）
内藤　秀樹
（ナイトウ　ヒデキ）

▽ 三菱ケミカルUK社
（MMA部門　MMA・Europe本部長
　同部門　同本部　Europe事業部長
　三菱ケミカルUK社　CEO）

フィル・ベイリー

▽ 三菱ケミカルUK社 （MMA部門　グローバルSCM本部　グローバルソーシング部長） ジョン・ベイツ

▽ 三菱ケミカルアメリカ社
（MMA部門　MMA・US本部長
　同部門　同本部　US事業部長
　ルーサイトインターナショナルUS社　CEO）

ティム・メイ

▽ 三菱ケミカルメタクリレーツシンガポール社 （MMA部門　グローバルSCM本部　グローバルロジスティック部長） トク・チー・ミン

▽ 三菱ケミカルメタクリレーツシンガポール社 （MMA部門　グローバルHR部長） タン・クイ・メイ
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４．部長級人事等（続き）
新職 旧職 継続職 氏名

▽ 株式会社ロンビック　代表取締役　副社長執行役員
　　同社　樹脂事業部長

（高機能ポリマー部門　高機能ポリマー企画部長）
市川　直樹
（イチカワ　ナオキ）

▽ 株式会社新菱　取締役
　　同社　ファインケミカル事業部門長

（高機能化学部門　機能化学事業本部　ファインケミカルズ事業部長）
望月　秀隆
（モチヅキ　ヒデタカ）

▽ テクノUMG株式会社　取締役副社長 （高機能フィルム部門　工業フィルム本部　産業・メディカルフィルム事業部長）
毛利　正朗
（モウリ　マサアキ）

▽ クオリカプス株式会社　グローバル環境安全統括責任者 （環境・生活ソリューション部門　アクア・分離ソリューション本部　分離・アクアケミカル事業部長）
大西　宏明
（オオニシ　ヒロアキ）

▽ （環境・生活ソリューション部門　インフラ・アグリマテリアルズ本部　アグリソリューション事業部長）
三菱ケミカルアグリドリーム株式会社
取締役社長

狩野　光博
（カノ　ミツヒロ）

▽ 三菱ケミカルインフラテック株式会社　常務取締役　事業部門　住環境ビジネスユニット長 （高機能成形材料部門　繊維本部　炭素繊維事業部長）
芹澤　佳津也
（セリザワ　カツヤ）

▽ 株式会社三菱ケミカルリサーチ　取締役社長 （研究推進部長）
華房　実保
（ハナフサ　ミホ）

▽ 三菱ケミカルハイテクニカ株式会社　取締役社長 （富山事業所長）
赤井　一隆
（アカイ　カズタカ）

▽ 三菱ケミカル物流株式会社　取締役　執行役員
　　同社　海運事業本部長

（香川事業所長）
古村　健
（コムラ　タケシ）

▽ ダイヤリックス株式会社　取締役社長 （総務部長）
西川　和彦
（ニシカワ　カズヒコ）

▽ （広報部長）
株式会社三菱ケミカルホールディングス
広報・IR室長

清水　治
（シミズ　オサム）

▽ 株式会社生命科学インスティテュート　理事
　　同社　経理部長

（経営管理部長）
八田　忠道
（ハッタ　タダミチ）

▽ 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 （新エネルギー部門　新エネルギー戦略企画部長）
三木　崇利
（ミキ　タカトシ）

▽ 一般社団法人　グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン （マーケティング部長）
矢部　英貴
（ヤベ　ヒデタカ）

▽ 明和産業株式会社 （東日本支社長）
横尾　憲二
（ヨコオ　ケンジ）

▽ 公益社団法人　高分子学会 （生産技術部長）
佐藤　晴基
（サトウ　ハルキ）

▽ （退任） （高機能ポリマー部門　パフォーマンスポリマーズ本部長） マイク・グラッツマン

▽ （退任） （情報システム部長）
板野　則弘
（イタノ　ノリヒロ）

▽ （退任） （技術部　平塚工場長）
小川　克
（オガワ　マサル）
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Ⅳ．役員体制（2021年4月1日付）

取締役 執行体制

役位 氏名 役位 氏名

代表取締役 和賀　昌之 社長 和賀　昌之

代表取締役 福田　信夫 常務執行役員 半田　繁

取締役 佐々木　等 常務執行役員 江口　幸治

取締役 瀧本　丈平 常務執行役員 関　基弘

取締役 中田　るみ子 常務執行役員 瀧本　丈平

取締役 池川　喜洋 常務執行役員 佐々木　等 MMAドメイン長

常務執行役員 白上　博能 経営戦略所管

監査役 常務執行役員 垣本　昌久 イノベーション所管

役位 氏名 常務執行役員 中田　るみ子 リソース所管

常勤監査役 三﨑　正寛 常務執行役員 加藤　淳 デジタル＆インフォメーションテクノロジー所管

常勤監査役 宮森　隆雄 常務執行役員 福田　信夫 サプライチェーン所管

常勤監査役 中澤　辰生

非常勤監査役 小林　茂

アドバンストソリューションズドメイン長

職位・所管

ベーシックマテリアルズドメイン長

ポリマーズ＆コンパウンズドメイン長

フィルムズ＆モールディングマテリアルズドメイン長
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Ⅴ．グループ会社社長等人事（2021年4月1日付）

新職 旧職 継続職 氏名

▽ 三菱ケミカルメタクリレーツ社　取締役社長
　　三菱ケミカルメタクリレーツ株式会社　取締役社長
　　三菱ケミカル株式会社　MMAドメイン長

（三菱ケミカル株式会社　MMA部門長
　同社　同部門　MMA・Asia本部長
　同社　同部門　グローバルSCM本部長）

三菱ケミカル株式会社　取締役　常務執行役員
佐々木　等
（ササキ　ヒトシ）

▽ 菱樹商事株式会社　取締役社長 （三菱ケミカルフーズ株式会社　取締役社長）
畝田谷　卓也
（ウネダヤ　タクヤ）

▽ 株式会社三菱ケミカルリサーチ　取締役社長 （三菱ケミカル株式会社　研究推進部長）
華房　実保
（ハナフサ　ミホ）

▽ 株式会社三菱ケミカルリサーチ　顧問 （株式会社三菱ケミカルリサーチ　取締役社長）
八島　英彦
（ヤシマ　ヒデヒコ）

▽ 三菱ケミカルアメリカ社　社長兼CEO （三菱ケミカルアメリカ社） ランディ・クィーン

▽ （退任）
（三菱ケミカルアメリカ社　社長兼CEO
　三菱ケミカルホールディングスアメリカ社　CEO）

スティーブ・ユーリック

▽ 三菱ケミカルアメリカ社
（ルーサイトインターナショナルUS社　CEO
　三菱ケミカル株式会社　MMA部門　MMA・US本部長
　同社　同部門　同本部　US事業部長）

ティム・メイ

▽ 三菱ケミカル（中国）管理社　董事長総経理
（三菱ケミカル株式会社　カーボンケミカル部門　化学品本部長
　同社　同部門　ポリオレフィン本部長）

野間元　雅也
（ノマモト　マサヤ）

▽ （退任） （三菱ケミカル（中国）管理社　董事長総経理）
齊川　学
（サイカワ　マナブ）

▽ 三菱ケミカルUK社
（三菱ケミカルUK社　CEO
　三菱ケミカル株式会社　MMA部門　MMA・Europe本部長
　同社　同部門　同本部　Europe事業部長）

フィル・ベイリー
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